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参議院議員選挙

臨　時　号

号外

最高裁判所裁判官国民審査公示日　6月22日（水）

７月10日（日）投票日 午前７時～午後８時

開票は即日開票で、７月10日（日）の午後９時から、市民総合体育館で行います。小平市の選挙人名簿に登録されている方は、当日、会場で受付後参
観できます。
また、投票日当日の投票速報・開票速報は、小平市ホームページ（上図のQRコード）でご覧になれます。投票速報は午前９時、正午、午後３時、６時、
確定時の情報を掲載します。開票速報は、午後９時30分以降、発表ごとに掲載します。
※前回（令和元年７月21日）の小平市における参議院（東京都選出）議員選挙の投票率は53.90％でした。また、６月１日現在の有権者数は
161,441人です。

開票、投票速報・開票速報

視覚に障がいがある方は、点字で投票できます。点字器は、投票所にあります。
また、心身の状態などで、自分で投票用紙に候補者の氏名を書くことができ
ない方は、代理投票ができます。
点字投票または代理投票を希望する方は、投票所の係員にお申し出ください。

点字投票・代理投票
候補者の氏名、政見などを掲載した選挙公報を、７月２日（土）ごろ
までに、すべての世帯に配布します。選挙公報が届かない場合など
は、株式会社小平広告（☎0120（944）900）へご連絡ください。
選挙公報は、市役所、東部・西部出張所でも配布します。また、小
平市ホームページ（上図のQRコード）からもご覧になれます。

選挙公報

日本国民で、次の要件すべてに該当する方です。
▷平成16年７月11日以前に生まれている（投票日現在、満18歳以上）
▷令和４年３月21日までに小平市に転入届を提出し、令和４年６月21日まで引き続き住んでいる（小
平市に３か月以上住所がある）
◆市外へ転出した方
３月22日（火）以降に転出した方は、小平市で投票することになります。
３月21日（月・祝）までに新住所地へ転入届を提出した方は、新住所地で投票することになります。
◆市内で転居した方
６月２日（木）までに転居届を提出した方は、転居先住所地の投票所で投票することになります。
６月３日（金）以降に転居届を提出した方は、転居前住所地の投票所で投票することになります。

投票できる方

参議院議員選挙は、「東京都選出」と「比例代表選出」の２種類の投票があります。
①はじめに「東京都選出」の投票用紙（薄い黄色）を交付しますので、候補者１人の氏名を記入し、投票箱へ投函してください。
②次に「比例代表選出」の投票用紙（白色）を交付しますので、候補者１人の氏名または政党等の名称（略称可）を１つ記入し、投票箱へ投函してく
ださい。

投票の方法

選挙の情報を小平市
ホームページに掲載

投票の手続き、投票速報や開票速報な
どの選挙に関する情報は、
小平市ホームページ（右図
QRコードからアクセス）
からもご覧になれます。

投票所入場整理券
投票所入場整理券は、６月22日（水）の公示日以降に、世帯主宛に封書（右図）で発送し、世帯全員の
投票所入場整理券を同封します。
投票所入場整理券の表面は、自身の氏名と投票日当日の投票所が印刷されています。また、裏面は、期
日前投票を利用する際に記入、提出する期日前投票宣誓書が印刷されています。
投票の際は、自身の投票所入場整理券を投票所へお持ちください。
※投票所入場整理券が届かない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されている方は投票できます。

投票所の新型コロナウイルス感染症対策 投票所では、新型コロナウイルス感染症対策をしています。投票日当日または期
日前投票所で投票する皆さんも、感染症対策へのご理解・ご協力をお願いします。

有権者の皆さんにお願いする感染症対策
▷投票所にアルコール消毒液を設置します
▷投票管理者・立会人、投票所事務従事者はマスクを着用
します
▷定期的に記載台・鉛筆などを消毒します
▷投票所内は扉や窓を常に開放するか、定期的に換気をし
ます
▷飛まつ感染防止用ダンボールパーテーションを設置します

▷来場前後の手洗い、マスク着用、咳エチケットにご協力ください
▷持参した筆記用具（水性や消せるボールペンを除く）でも投票用紙に記入できます
▷周りの方と距離を保つようにお願いします
▷混雑を避けた時間帯の投票にご協力ください。期日前投票所は土曜・日曜日と開設
期間の後半、特に最終土曜日が混むため、開設期間の前半や平日の投票をご検討く
ださい。当日、投票所は、午前９時から正午までが混み合う傾向にあります。この
時間帯を避けた投票をご検討ください

投票所の感染症対策

７月10日（日）は、７月25日（月）の任期満了に伴う参議院議員選挙の投票日です。
問合せ　選挙管理委員会事務局☎042（346）9576

参議院議員選挙

世帯全員の投票所入場整理券を封書で発送します

模擬投票を行う都立小平高等学校の生徒の皆さん
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6月23日（木）～７月９日（土）
午前８時30分～午後８時

７月６日（水）～７月８日（金）
午前８時30分～午後８時

７月６日（水）～７月８日（金） 
午前８時30分～午後８時
７月９日（土） 

午前８時30分～午後５時

健康センター 東部市民センター 西部市民センター

◆指定病院などでの不在者投票
指定病院や指定老人ホームなどの、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や、法令で定められた施設に入院・入所中の方は、そ
の施設で不在者投票ができます。不在者投票を行う日時は施設によって異なります。事前に施設へお問い合わせください。
◆滞在先の選挙管理委員会での不在者投票
仕事や用事などで小平市外に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者
投票ができます。早めに小平市選挙管理委員会へ投票用紙などを請求してください（電話・
ファクシミリ不可）。
※不在者投票請求書・宣誓書は、小平市ホームページ（表面ＱＲコード）からダウンロード
することができます。
※マイナンバーカードを利用して、投票用紙などをオンラインで請求することができます。
詳しくは、小平市ホームページ（表面ＱＲコード）をご覧ください。
◆郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちで、障がいや要介護度の
程度が定められた等級（表１）に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。事前
に小平市選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けてください。詳しくは、
お問い合わせください。
※代理記載投票制度　郵便等投票ができる方のうち、表２に該当し、みずから投票の記載を
することができない方は、あらかじめ小平市選挙管理委員会へ届け出た者（選挙権を有する
者に限る）に投票に関する記載をしてもらうことができます。
※郵便等投票証明書の交付には日数がかかる場合があります。早めにお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などをしている方で、一定の要件に該当する
方は、特例郵便等投票ができます。詳しくは、小平市ホームページ（表面ＱＲコード）をご
覧ください。

区　分 対　象

身体障害者手帳を
お持ちの方

両下肢・体幹・移動機
能の障がい １級・２級

心臓・腎臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸
の障がい

１級・３級

免疫・肝臓の障がい １級・２級・３級

戦傷病者手帳を
お持ちの方

両下肢・体幹の障がい 特別項症・第１項症・
第２項症

心臓・腎臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸・
肝臓の障がい

特別項症・第１項症・
第２項症・第３項症

介護保険の
被保険者証を
お持ちの方

「要介護５」である者として記載されている

７月10日（日）の午前７時から午後８時まで、投票所で投票できます。投票日当日は、指定された投票所（下表）以外では
投票できません。自分の投票所は、投票所入場整理券でご確認ください。
※投票所は午前９時から正午までの時間帯が混み合う傾向にあります。この時間帯を避けた投票をご検討ください。

投票所

表 1　郵便等による不在者投票ができる方

障害等の区分 障害等の部位・程度
身体障害者手帳

上肢、視覚
１級

戦傷病者手帳 特別項症～第２項症

表 2　代理記載投票ができる方

投票日に投票所で投票できない方

投票日当日、仕事や用事があるなどの理由で投票できない可能性がある方は、期日前投票所（下図）で期日前に投票できます。投票所入場整理券裏面
の、期日前投票宣誓書をあらかじめ記入して持参し、期日前投票所の係員に提出してください。
※期日前投票所は土曜・日曜日と開設期間の後半、特に最終土曜日が混雑します。開設期間の前半や平日の利用をご検討ください。
※いずれの投票所も駐車場が狭いため、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

投票区 投票所 所在地 対象の区域

1 中島地域センタ－ 中島町26番 9 号
中島町全域、上水新町 1丁目 1番～ 8番、小川町 1丁目73番地
～89番地、360番地～432番地、647番地、栄町 1丁目 1番～ 3
番

2 小平第十二小学校
体育館

小川町
1丁目464番地

上水新町 1丁目 9番～25番、小川町 1丁目90番地～359番地、
433番地～646番地、3002番地～3026番地、3027番地10～19、
3028番地～3041番地 1、3041番地14～22、栄町 1丁目 4番～26
番

3 小平第五中学校
体育館

小川町
1丁目798番地

上水新町 2丁目全域、小川町 1丁目648番地～972番地、2369番
地～2598番地、3027番地 1～ 9、3041番地 2～13、3042番地～
3053番地、たかの台 1番～18番

4 小川西町
地域センタ－

小川西町
5丁目 4番17号

栄町 2丁目・ 3丁目全域、小川西町 1丁目全域、小川西町 2丁
目 1番～ 7番、小川西町 5丁目 1番～12番

5 西部市民センタ－
（小川西町公民館）

小川西町
4丁目10番13号

小川西町 2丁目18番～35番、小川西町 3丁目・ 4丁目全域、小
川西町 5丁目13番～46番

6 小平第六小学校
体育館

小川東町
3丁目 1番 2号

小川東町 1丁目全域、小川東町 2丁目 1番～10番、小川東町 3
丁目全域、小川東町 5丁目 1番～20番

7 小平第一小学校
体育館

小川町
1丁目1082番地

上水新町 3丁目全域、小川町 1丁目973番地～1127番地、2072
番地～2364番地、たかの台19番～46番、津田町 1丁目全域

8 小川町二丁目
地域センター

小川町
2丁目1154番地

小川町 2丁目1128番地～1273番地、1968番地～2071番地、津田
町 2丁目 1番～25番、津田町 3丁目24番～40番

9 小平元気村おがわ東
多目的ホール

小川東町
4丁目 2番 1号 小川東町 2丁目11番～13番、小川東町 4丁目 1番～ 4番

10 中央公民館
（ギャラリ－）

小川町
2丁目1325番地

小川町 2丁目1274番地～1367番地、1798番地～1963番地、学園
西町 2丁目14番～28番、学園西町 3丁目全域

11 小平第四小学校
体育館

学園西町
1丁目34番 1 号

津田町 2丁目26番～30番、津田町 3丁目 1番～23番、学園西町
1丁目全域、学園西町 2丁目 1番～13番、上水本町 1丁目12番、
14番～26番、上水本町 2丁目 6番～13番、15番～17番、19番

12 小平第十小学校
体育館

上水本町
4丁目 4番 1号

上水本町 1丁目 1番～11番、13番、27番～31番、上水本町 2丁
目 1番～ 5番、14番、18番、上水本町 3～ 6丁目全域

13 上水南公民館 上水南町
1丁目27番 1 号 上水南町 1丁目～ 4丁目全域

投票区 投票所 所在地 対象の区域

14 小平第三小学校
体育館 回田町118番地 喜平町 1丁目全域、回田町全域、御幸町 1番地～339番地、341

番地以降

15 小平団地
第四集会所

喜平町
3丁目 2番25号 喜平町 2丁目・ 3丁目全域

16 学園東小学校
体育館

学園東町
2丁目15番 1 号 学園東町 1丁目～ 3丁目全域

17 小平第一中学校
体育館 仲町506番地 学園東町（丁目なし）全域、仲町301番地～684番地

18 小平第十四小学校
体育館 仲町33番地 小川東町 4丁目 5番・6番、小川東町 5丁目21番、小川東町（丁

目なし）全域、仲町 1番地～300番地

19 大沼地域センター 大沼町
2丁目17番33号

美園町 3丁目全域、大沼町 2丁目～ 4丁目全域、大沼町 5丁目
1番～18番

20 小平第七小学校
体育館

大沼町
1丁目22番 1 号

美園町 1丁目・2丁目全域、大沼町 1丁目全域、大沼町 6丁目・
7丁目全域、天神町 2丁目25番～29番

21 小平第九小学校
体育館

鈴木町
1丁目82番地 鈴木町 1丁目 1番地～344番地、487番地～514番地

22 鈴木地域センター 鈴木町
1丁目400番地

御幸町340番地、鈴木町 1丁目345番地～486番地、鈴木町 2丁
目全域

23 花小金井南中学校
体育館

花小金井南町
1丁目 9番 1号

花小金井南町 1丁目 1番～20番、花小金井南町 2丁目 1番～18
番、花小金井南町 3丁目全域

24 東部市民センター
集会室

花小金井
1丁目 8番 1号

花小金井 1丁目全域、花小金井 6丁目全域、花小金井 7丁目19
番～27番、花小金井南町 1丁目21番～28番、花小金井南町 2丁
目19番～21番

25 花小金井保育園 花小金井
5丁目41番 3 号 大沼町 5丁目19番、花小金井 2丁目・ 5丁目・ 8丁目全域

26 小平第十一小学校
体育館

花小金井
4丁目16番 1 号 花小金井 3丁目・ 4丁目全域

27 天神地域センター 天神町
4丁目 3番 1号

天神町 1丁目・3丁目・4丁目全域、天神町 2丁目 1番～24番、
天神町 2丁目住居表示未実施地区、花小金井 7丁目 1番～13
番、16番～18番

不在者投票

期日前投票


